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田辺市農業委員会議事録 

平成２６年７月２２日（火）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３７名 

          ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男  

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一 

             

欠席者      1 番 山崎 清弘  ３６番 松本 忠巳          

                     

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員   ４番 棒引 昭治   ５番 市橋 宗行 

愛須  局長   こんにちは、お忙しい中、出席いただきましてありがとうございます。た

だ今から、農業委員一般選挙改選後初めての田辺市農業委員会総会を開会

いたします。委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただきまして、誠に有

難うございます。進行をさせていただきます事務局の愛須です、よろしく

お願いします。それでは開会に当たりまして、本日の総会の招集者であり

ます真砂市長からご挨拶を申し上げます。 

真砂  市長   皆さんこんにちは、昨日、梅雨が明けたという事で、梅雨明け１０日とい

う言葉がありますように、これから最も暑い季節を迎えました。明後日、

明々後日と田辺祭ですが、この暑さがくると、いよいよ田辺祭だなと、こ

ういう感じがします。そうした中、皆様方には大変お忙しい中、こうして

ご出席をいただきまして誠に有難うございます。また日頃、市政各般はも

とより、とりわけ農業の振興に、皆様方のご尽力をいただいておりますこ

とを、この場をお借りして厚くお礼を申し上げたいと思います。大げさな

話をするつもりはありませんが、我が国の農業、または当地域の農業の現

状というのは、大変難しい状況にあると感じております。今年は世界遺産

１０年という事で、かなり大きくＰＲしているんですが、そういう事も相

まって、この前久しぶりに熊野古道を、２日かけて３０ｋｍ歩いてきまし

た。案内を兼ねて歩いてきたんですが、その時にいろんな課題も、自分な

りに感じたんですが、例えば、文化的景観という言葉がありますが、人と

自然が織り成してきた景観を、ユネスコは大変大きく評価をしてくれまし

た。ただ、熊野古道沿いにある棚田、こういうものをどう守るかというの

も大変難しい問題です。これは農業という立場もそうですけども、文化財

でもある訳ですし、もっと言えば観光資源でもある訳ですし、我々山村の
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生活も問題でもある訳です。そういう大変難しい問題に直面しているなと

いう事を改めて感じました。加えて、鳥獣害の被害、耕作の放棄地、それ

から今後の農業の担い手の問題、さまざまなテーマがあるなと改めて思っ

てございます。そうした中で、今回、皆様方が新たに向こう３年間、農業

委員としていろいろとご苦労をいただくわけですが、国の状況を見ますと、

今また、ＴＰＰという難しい課題もありますし、そして、規制改革という

事で、この改革の中で農業委員会のあり方をどうするか、またはＪＡのあ

り方をどうするかという議論もされているという事でございまして、そう

した大きなテーマから足元の身近な課題まで、皆様方には本当にいろいろ

とご苦労も多い事だと、このように思いますが、私はいつもそうした中に

あって、議論の主人公、議論の主役がどこにあるかという事を一番大切に

する必要があろうかと、当たり前のことですがそう思います。地域の農業

にとって、それから農家の皆さんにとって、そしてこれからの将来の農業

がどうあるべきかと、こういう視点で大きな議論をしていただけたらなと、

国に対しても、そういう思いを強くしているところであります。何れにし

ましても、農作物を作っておればそれで良いという事ではなくて、今は販

路の問題まで、消費者の心の問題まで、課題となってくるわけですので、

本当に幅広いと思いますが、別けても農業というのは当地域の主産業であ

るというのは間違いございませんし、私は、地方が元気になるためには、

第一次産業が元気でなくてはならないと、このように強く思っています。

農林水産業、当地域ではこれが主産業であり、これが元気になることで地

方が元気になる、地方が元気な事で始めて日本という国が元気になるとい

うふうな思いで、日々取り組みをさしていただいておるところであります。

どうぞ皆さん方には今後とも、いろいろとお世話になることが多いと思い

ますけど、何卒、皆さん方の豊富な経験や、知見をこれからの活動に活か

していただき、それがまた当地域の農業振興、延いては地域の活性化に結

びつきますように、よろしくお願いを申し上げまして、開会にあたっての

ご挨拶とさせていただきます。どうもご苦労様です。どうぞよろしくお願

いします。 

愛須  局長   続きまして、産業部の関係職員を紹介させていただきます。 

那須  部長   皆さんこんにちは、産業部長の那須でございます。今市長からお話があっ

たんですけども、耕作放棄地の抑制、あるいは後継者育成のの問題等々、

皆さん方にいろいろとお世話かける部分が多いかと思います。どうかよろ

しくお願いします。 

北川  課長   こんにちは、農業振興課長の北川です。何かといろいろと、今後とも農業

振興のためにご尽力いただくことになると思いますけども、どうぞよろし

くお願いします。 

愛須  局長   続いて農業委員会事務局の職員を紹介させていただきます。私は、一昨年

から事務局でお世話になっております。上秋津の愛須といいます。よろし

くお願いします。 

小倉  係長   農業委員会事務局の小倉と申します。これから３年間、分からない事等い

ろいろありましたら、何でもこちらに質問いただければと思います。よろ
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しくお願いします。 

松平  主査   農業委員会事務局主査の松平と申します。これから３年間よろしくお願い

します。 

愛須  局長   続きまして、委員の皆様方に簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。

マイクをまわしますので、仮番号１番の山崎さん今日は欠席でございます

ので、２番の玉置委員さんからお願いします。 

         （委員順次自己紹介） 

愛須  局長   はい、有難うございました。ここで市長と産業部の職員につきましては、

次の公務のために、これで退席させていただきます。有難うございました。 

愛須  局長   それではここで、本日の総会のために祝電が参っておりますので、ご披露

させていただきます。田辺市農業委員会総会のご盛会を祝し貴会の益々の

ご発展をお祈り申し上げますとともに、本日ご参集の皆様のご健勝ご活躍

をお祈り申し上げます。衆議院予算委員長 二階俊博衆議院議員でござい

ます。もう１通、田辺市農業委員会総会のご盛会を心よりお慶び申し上げ

ます。関係各位のご尽力に深く敬意を称しますとともに、田辺市農業委員

会の益々のご発展と、ご参集の皆様のご健勝とご多幸を祈念いたします。

参議院議員 鶴穂庸介議員さんです。以上２通でございます。 

愛須  局長   この後の議事予定でございますが、まず議席を決めていただいた後、会長、

会長職務代理、副会長の三役の選出と、常任理事会の構成をご協議いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。では、この後の議事の進行に

ついては、会長が決まるまで仮議長を選出いただいて進めてまいりたいと

思いますが、仮議長の選出はいかがいたしましょうか。 

         （「事務局一任」の声あり） 

愛須  局長   事務局一任ということでございます、ご異議無ければ指名をさせていただ

きますがよろしいですか。 

委員  全員   異議なし。 

愛須  局長   異議なしということでありますので、それでは私の方から指名させていた

だきます。仮議長には龍神の上森委員さんにお願いいたします。 

仮  議 長   ただ今ご指名をいただきました、龍神の上森力でございます。大役ではご

ざいますが、ただ今ご指名をいただきましたので、仮議長をつとめさせて

いただきます。議事進行にご協力をお願いします。それでは、早速ですが

議席を決めたいと思います。事務局案はございますか。 

愛須  局長   議席ですけども、今座っていただいております席と名簿は田辺市の条例に

記されております市の町の名称及び区域の町順にさせていただいておりま

す。議案審議の際に同じ地域で、または近隣地区の委員さんと相談しなが

ら進めてもらうためにこの席順にさせていただいています。また、毎月の

議案書の案件の順番につきましても、従来より条例の町順で記載をしてお

ります。こうしたことから、委員の皆様方のご了解がいただけましたら、

この席順で了承いただき、今後、皆様方からご要望がございましたら、以

前にもありましたように各地区のグループ単位で、くじにより席替をする

ようにしたいと考えてございます。よろしくお願いします。 

仮  議 長   ただ今、事務局で提案がありましたが、地域ごとに、また近隣地区で相談



4 

 

をできるようにという事で、この席順とさせていただきたいという事でご

ざいます。ご承認をいただけますか。 

委員  全員   異議なし。 

仮  議 長   異議なしという事でございますので、席順はこのままとさせていただきま

す。続きまして、会長、会長代理、副会長の三役の選出に移りたいと思い

ます。まず三役に立候補される方はございませんか。いかがでしょうか。

無ければ選出についていかがいたしましょうか。 

         （「議長一任」の声あり）  

仮  議 長   ただ今、議長一任とのことでございますので、各選挙区から２名ずつの計

６名の選考委員さんを選出して、その選考委員さんで、会長、会長代理、

副会長の選考をお願いしたいと思いますがいかがでしょう。 

委員  全員   異議なし。 

仮  議 長   異議なしという事でございますが、それでは選考委員さんの選出方法はい

かがいたしましょうか。 

         （「議長一任」の声あり）  

仮  議 長   議長一任とのことでございますので、ご異議がなければ選考委員さんをご

指名させていただきます。第１選挙区から玉置委員さん、向日委員さん、

第２選挙区から坂本一馬委員さん、那須京子委員さん、第３選挙区から岡

上委員さん、溝口委員さん、以上６名の皆さんを指名いたしますので、別

室に於いて選考委員さんの皆さん、よろしくご審議をお願い申し上げます。 

愛須  局長   はい、そしたら、６名の選考委員さんにつきましては、部長室の隣に会議

室がありますので、そちらへご移動お願いします。 

仮  議 長   委員会は暫時休憩とします。 

仮  議 長   それでは委員会を再開いたします。選考委員さんが選考を終えたようです

ので、選考委員長さんから発表いただきたいと思います。 

向日  委員   ６番です。ただ今、選考委員に選出されました６名の者が別室に於きまし

て、慎重審議いたしまた結果を発表いたします。会長には、前回副会長を

していただいておりました、上秋津出身の瀧本和明委員さんが会長という

事になりました。会長代理につきましては、今まで龍神の上森委員さんが

やっていただいておりましたが、引き続き上森力委員さんにやっていただ

こうと決定いたしました。それから副会長につきましては、会長さんが秋

津谷という事でございますので、芳養谷から選出が良いのではという事で、

上芳養の丸屋弘吉委員さんが副会長さんに決定しました、農業委員会の任

期３年間でございますが、どうぞ田辺市農業発展のために頑張っていただ

きたいと思います。報告終わります。 

仮  議 長   選考委員の皆様方、大変どうも有難うございました。ただ今選考委員長か

ら報告がありましたとおり、会長に上秋津の瀧本委員さん、会長代理に私

上森という事でございます、副会長に上芳養の丸屋委員さんが選考されま

した。委員の皆さんご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

仮  議 長   ご賛同の方は拍手をお願いいたします。 

委員  全員   （盛大な拍手） 
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仮  議 長   有難うございました。これにより三役が選出されました。それでは、不慣

れな進行役ではございましたが、皆様方のご協力、またはご努力で無事仮

議長の任務を終了できます事感謝を申し上げます。ご協力有難うございま

した。 

愛須  局長   有難うございました。では、三役が決まりましたので、早速ではございま

すが新会長さんから順番にご挨拶をいただきたいと存じます。瀧本委員長

さんよろしくお願いします。 

会    長   皆さんこんにちは、ただ今、選考委員さんの中で選ばれました瀧本です。

普通の農家のおいやんという事になってまいりまして、船本前会長のよう

な弁舌さわやかな挨拶も出来ませんし経験も見識もありませんけども、ど

うぞ皆さんのご協力をいただきながら３年間務めて参りたいと思います。

また、会長代理、副会長には素晴らしい人を選んでいただきまして、本当

に有難く心強く思ってございます。年度末より政府の方から農業委員の改

革につきましていろんなポイントが出ておりますけれども、３年間はこの

ままの姿で行くという事なので、そこら辺も皆さん心の準備をしながら３

年間務めて行きたいと思っています。３年間どうか皆さんご協力お願いし

ます。 

愛須  局長   それでは続きまして、会長代理 上森委員さんからご挨拶お願いします。 

会長  代理   前船本会長さんの元で３期９年間の長い間会長代理という事で、振り返っ

てみれば正直なところ何もあまり出来ない間に終わったのかなと、自分な

りに反省もしている中で、またもう一期頑張れという皆様方の一つの叱咤

激励かなと先程から感じているところでございますが、先日愛須局長に調

べてもらったら、７期で合併があっために１年はやくなりちょうど２０年

間となります。ここ９年間は皆さん方に教えていただきながら会長代理が

務められたと思います。ご協力有難うございました。ただもう一期頑張れ

という事がございますので、自分なりには頑張ろうと思ってございますが、

これだけ広いというか範囲のある田辺市でございますので、やはり皆さん

方と一緒になって一致団結して農業委員会を進めなければ中々出来ないこ

とだろうなと思っておりますので、ご指導いただきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

愛須  局長   有難うございました。副会長の丸屋委員さんからご挨拶お願いします。 

副   会長   こんにちは、上芳養の丸屋弘吉、５８歳でございます。まず、選考いただ

きまして有難うございます。ただ、年齢また委員の経験年数をみましても、

私がここに立っているのがちょっと場違いなような気がしておりますけど

も、会長に迷惑をかけないように少しでも手助けが出来たらと考えており

ます。３年間、今までよりは少し真面目に取り組んで参りたいと思います

んで、よろしくお願い申し上げます。 

愛須  局長   有難うございました。それでは三役さんが決まりましたので、後の議事の

進行につきましては会長さんにお願をしたいと思います。よろしくお願い

します。 

瀧本  会長   それでは、委員さんよろしくお願いします。遅くなりましたが本日の会議

録署名委員に、４番の棒引委員さんと５番の市橋委員さんよろしくお願い
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いたします。また、本日の欠席委員さんは、山崎委員さん、松本委員さん

から届出が出ています。続きまして常任委員会の構成に移りたいと思いま

すが、従来どおり農地委員会、農政委員会、女性・後継者対策委員会、農

業者年金委員会を設置し、紛争処理委員会につきましては、紛争の起こっ

た時に関係委員を含めた特別委員会をたちあげることにしたいと思います

がよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

会    長   異議なしとのことでございますので、各委員の委員さんの構成、選考につ

きましては、会長、会長代理、副会長にご一任いただけるでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

会    長   それでは、選考に時間がかかると思いますので、発表は来月の委員会で楽

しみにしていただきたいと思います。慎重に選考して参りたいと思います

のでよろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

会    長   それでは、本日予定しておりました委員会の議事については終了いたしま

した。有難うございました。その他、委員さん方から何かございませんか。

事務局から連絡事項はありますか。 

愛須  局長   連絡事項ですけども、各委員さんのそれぞれの受け持ちの担当地区を決め

ていただきたいと思います。基本的には、前任者の委員さんの担当地区を

持っていただくという事になりますが、委員さんが２人以上いる地区で今

回受け持ちの地域、字を変える場合は、委員さんの方でご相談の上、決め

ていただきまして来週には事務局まで報告お願いしたいと思います。それ

から、龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町の委員さんにお願いでございま

すが、農業委員協力員さんにつきましても任期は３年という事になってお

りますので、現在の名簿を配布しておりますので、引き続き就任をいただ

けるか、また別の方に交代されるかどうかご確認をいただいて、次回の定

例会で事務局までご報告お願いします。それからこの後、閉会後に今回新

しく委員になられた皆さんを中心に、農業委員会と農地法の概要を説明申

し上げます、この場に残っていただきたいと思います。他の委員さんも、

説明を聞きたいという事であれば残っていただいて結構です。最後に、来

月の定例会は８月８日金曜日、午後２時からこの場所になります。よろし

くお願い申し上げます。 

議    長   どうですか、今の事務局からの連絡で分からないところございませんか。

それから、ちょっと小耳に挟んだ中で、皆さん発言する前に何番と言って

発言されているわけなんですけども、中々番号だけでは人の顔が覚え難い

ということがあって、番号の後に自分の苗字を言っていただいてはどうか、

何期もやられていても新しく入ってきたメンバーの顔も、中々覚えきれな

いという事なので、どうでしょうか、番号の後に苗字を言っていただいた

ほうが、名前を覚え易くて親近感も沸くと思いますけども、どうでしょう

か。 

委員  全員   異議なし。 

会    長   それでは次回初めての委員会から、番号と苗字を言って発言するという事
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で、それで皆さんの顔をしっかり覚えていただくという事で進めていきた

いと思います。それでは、先程事務局からの連絡でありましたように新し

く選任された委員さんは残っていただくという事で、本日の総会は閉会い

たします。お忙しい中、有難うございました。 
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午後２時５０分終了 
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